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株主の皆様へ

目次

　株主の皆様には、平素より格別のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、ここに当社グループ第65期事業年度の中間報告書をお届けするにあたり、一言ご
挨拶申しあげます。
　当第2四半期（平成24年1月1日から平成24年6月30日まで）におきましては、東日本
大震災からの復興需要が本格化するにつれ、景気の持ち直しの動きが広がってまいりまし
たが、当業界におきましては、デフレ状況が続く市場環境の下でお客様の低価格志向が強
まり、販売競争が一段と激化いたしました。
　昨年の第2四半期は、東日本大震災後の緊急事態の中で、計画停電や緊急食糧の供給に
対応して生産量を最大限確保するために、品種数を大幅に絞り込んで対応いたしました結
果、生産面・営業面で大変効率の良い仕事ができましたが、平常の事業体制に戻った当期
は、特に5月、6月と収益面でその裏返しの影響を受けました。
　当第2四半期におきましては、当社グループでは、市場の変化を迅速に捉え的確に対応
する部門別の製品施策、営業施策と小委員会による「なぜなぜ改善」に取り組み、価格帯
別の製品対応を強化してまいりました。このような努力の結果、当社独自の技術を活用し
た食パンの新製品「ロイヤルブレッド」の拡販やハードロールの新製品「ヴィエノワーズ
ミルク」の大ヒットなど、主力のパン部門を中心に手応えをもって売上が拡大してまいり
ました。
　当第2四半期の連結業績につきましては、売上面ではまずまず順調に推移し、5月以降収
益面ではやや苦戦いたしましたが、お蔭様で増収増益を確保することができました。
　下期につきましては、7月より主原料の小麦粉が値下げされておりますが、当社グルー
プは7月1日から主力製品の規格改定を実施し、品質とおいしさの向上をはかるとともに、
一部製品についてはお客様のお買い求めになりやすい価格に改定し、競争力の強化をはか
りました。
　今後、お客様の低価格志向が続く厳しい経営環境が予測されますが、さらに品質面での
強化をはかるとともに、ヤマザキの技術を活用した新製品開発に積極的に取り組み、お客
様が求める価値ある製品とサービスの提供に全力を挙げて取り組んでまいります。また、
内部管理体制の充実と業務の効率化につとめ、着実な業績の向上をはかってまいる所存で
ございますので、株主の皆様におかれましては、なお一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申しあげる次第でございます。

平成24年8月

代表取締役社長　　　　　　　　　　　
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当社グループの概要

流通事業
コンビニエンスストア事業、

食品スーパーマーケットの経営等

●㈱デイリーヤマザキ
㈱スーパーヤマザキ

食品事業（海外）
パン、菓子の製造販売、ベーカリーの経営

食品事業（国内）
パン、和・洋菓子、調理パン・米飯類、製菓・米菓等の製造販売

その他事業
物流事業、食品製造設備の設計、監理及び工事の請負、

事務受託業務及びアウトソーシング受託等

●㈱不二家
●㈱サンデリカ
●ヤマザキ・ナビスコ㈱
●㈱ヴィ・ド・フランス
●㈱東ハト
●㈱イケダパン
●㈱ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤル
●㈱スリーエスフーズ
●㈱サンキムラヤ

●㈱岡山イワミ食品
●㈱高知ヤマザキ
●㈱末広製菓
●㈱ヤマザキデリカ
●㈱ヤマザキ（ヤマザキプラザ市川事業部）
●秋田いなふく米菓㈱
●㈱不二家フードサービス
●不二家サンヨー㈱
●㈱ダロワイヨジャポン
●不二家乳業㈱

当社グループは、当社、子会社54社及び関連会社6社で構成されており、
主な事業内容と各事業における当社グループ各社の位置付けは次のとおりであります。

●ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ ,Inc.
●不二家（杭州）食品有限公司
　ヤマザキカリフォルニア Inc.
　ヤマザキフランス S.A.S.
　台湾山崎股份有限公司
　香港山崎麺包有限公司
　上海山崎面包有限公司

　成都山崎面包有限公司
　タイヤマザキ Co., Ltd.
　サンムーランヤマザキ SDN.Bhd.
　サンムーランヤマザキシンガポール PTE.Ltd.
　フォーリーブズ PTE.Ltd.
　他2社

●㈱ヤマザキ物流
●㈱サンロジスティックス
●㈱ヤマザキエンジニアリング
●㈱ヤマザキクリーンサービス
●㈱ヤマザキ（保険事業部）

●㈱不二家システムセンター
　㈱サンミックス
　㈱食品共配システム
　日農生研㈱
　他2社

○日糧製パン㈱
○B-Rサーティワンアイスクリーム㈱
○日本食材㈱
　㈱札幌パリ
　㈱金沢ジャーマンベーカリー
　㈱盛岡デリカ
　大徳食品㈱
　㈱たけや製パン
　他7社

●は連結子会社、○は持分法適用関連会社を表します。
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事業の概要

当第2四半期の事業の概況
　当第2四半期におけるわが国経済は、東日本大震災
からの復興需要の本格化やエコカー補助金等の政策効
果もあり、内需が堅調に推移する下で景気は緩やかな
持ち直しの動きを示しました。
　当業界におきましては、デフレ状況が続く市場環境
の下でお客様の低価格志向が強まり、販売競争が激化
するとともに、主原料の小麦粉が昨年7月に大幅に値
上げされた影響が残るなど収益が圧迫される厳しい経
営環境となりました。
　このような情勢下にありまして、当社グループは製

品の品質改善と新製品開発に積極的に取り組み、「春の
パンまつり」を活用して主力製品の取扱拡大をはかる
とともに、低価格帯への製品対応を強化するなど、市
場動向に即応した部門別製品施策、営業施策を推進し
てまいりました。
　また、前年の第2四半期は、東日本大震災後のパン
類の需要急増を背景に、当社グループにおいては品種
数を絞り込んで効率的な生産・販売体制を維持し、販
売促進費用を抑制しつつ売上を伸長することができま
したが、震災後1年が経過した当第2四半期は、お客様
の製品選択が低単価製品に移行し販売競争が激化する
中で販売促進費や広告宣伝費が増加するとともに、品
種数の増加に伴い事業所間の配送が増加したことによ
る物流費の増加もあり、前年同期と比べて販売費用が
増加しました。
　当第2四半期の業績につきましては、売上高は4,770
億5百万円（対前年同期比103.5％）、営業利益は
157億20百万円（対前年同期比101.1％）、経常利益
は159億91百万円（対前年同期比101.1％）、四半期
純利益は78億円（対前年同期比207.8％）となりま

当第2四半期における連結業績の概況

売上高� 4,770億 5百万円（対前年同期比.103.5%）

営業利益 157億 20百万円（対前年同期比.101.1%）

経常利益 159億 91百万円（対前年同期比.101.1%）

四半期純利益 78億 0百万円（対前年同期比.207.8%）
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した。前年同期において、東日本大震災関連費用や資
産除去債務の過年度分を特別損失に計上したこともあ
り、四半期純利益は大幅に増加しました。
【セグメント別の状況は5頁から8頁のとおりです。】

通期の見通し
　今後の見通しといたしましては、わが国経済は、復
興需要等を背景に景気回復の動きが確かなものとなる
ことが期待されますが、欧州債務問題による信用不安
の影響や世界的な景気減速の懸念もあり、景気の先行
きは予断を許しません。
　当業界におきましては、デフレ状況の市場環境の下
でお客様の低価格志向が続き、販売競争が一段と激化
することが予想されます。また、4月に輸入小麦の政府
売渡価格が平均15％引き下げられたことを受けて、7
月から小麦粉の値下げが実施されましたが、一方では、
電力料金の値上げや国際穀物相場の高騰の兆しもあり、
当面コストの上昇傾向が続くものと予測されます。
　このような状況下にありまして、当社グループは、小
麦粉値下げに対応して、7月1日出荷分から主力製品の

規格改定を実施し、品質とおいしさの向上をはかるとと
もに、一部製品についてはお客様のお買い求めになりや
すい価格に改定し、競争力の強化をはかりました。今後、
当社グループの技術を活用して積極的な新製品開発や
主力製品のリニューアルを推進するとともに、品質訴求
による販売促進活動を展開して売上の拡大をはかって
まいります。また、市場動向を注視しつつ、部門別の製
品施策、営業施策を推進するとともに、小委員会による
「なぜなぜ改善」と「2本立ての5S」による業務改善に
取り組み、内部管理体制の充実と業務の効率化をはか
り、所期の目標達成を目指して努力してまいります。

売上高 営業利益
40,000

32,000

24,000

16,000

8,000

0

（百万円）

0

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

（百万円）

経常利益 四半期（当期）純利益

0

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

（百万円）

0

40,000

32,000

24,000

16,000

8,000

（百万円）

■第2四半期　■通期

第62期 第63期

■第2四半期　■通期

■第2四半期　■通期 ■第2四半期　■通期

885,683 928,242

446,065

第64期

932,794

460,848471,899

12,616

22,738
26,991

15,551

第63期

16,945

28,677

22,852
27,559

8,640

12,724

13,028

29,625

15,810

第63期

17,432 5,805
8,023

3,754

第63期

7,733

第65期

953,000（予想）

477,005

第62期 第64期

15,720

32,000（予想）

第65期

第62期 第64期

33,000（予想）

15,991

第65期 第62期 第64期

14,000（予想）

7,800

第65期

売上高� 9,530億円 （対前期比.102.2%）

営業利益� 320億円 （対前期比.111.6%）

経常利益� 330億円 （対前期比.111.4%）

当期純利益� 140億円 （対前期比.174.5%）

通期の連結業績見通し
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食品事業
　食品事業におきましては、品質面での優位性を確保しつ
つ、低価格志向に対応した製品開発を強化するなど、部門別
の製品施策、営業施策、小委員会による「なぜなぜ改善」に
取り組んだ結果、パン部門を中心に順調な売上を上げること
ができました。
　食パン部門では、当社独自の技術に裏付けられた新製品

「ロイヤルブレッド」や「モーニングスター」が売上増に寄
与するとともに、菓子パン部門では、価格帯別の製品開発を
強化した「ランチパック」が伸長したほか、新規技術を活用
して開発した「ヴィエノワーズミルク」が大ヒットしました。

　食パンは、ヤマザキの技術力を結集した中間価格帯の
新製品「ロイヤルブレッド」や低価格帯の「モーニング
スター」がお客様の好評を得て売上増に寄与いたしまし
た。
　また、主力の「ダブルソフト」の売上回復もあり、食
パンの売上は堅調に推移しました。
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食パン部門　売上高495億18百万円（対前年同期比 101.6%）
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セグメント別の状況
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菓子パン部門　売上高1,657億20百万円（対前年同期比 103.8%）

和菓子部門　売上高322億52百万円（対前年同期比 100.5%）

　菓子パンは、品質の優位性を背景にフル価格帯の製品施策を推進し、
ヤマザキ菓子パンシリーズやミニパンの薄皮シリーズなど主力製品が
伸長し、好調な売上となりました。「ランチパック」は、主力製品の拡
販と価格帯別の対応強化により大きく伸長しました。また、さっくり、
しっとりした生地に口溶けのよいクリームをサンドした新製品「ヴィエ
ノワーズミルク」が寄与し、ハードロールは大幅な売上増となりました。

　和菓子は、串団子・大福・まんじゅうなどの和生が堅
調に推移するとともに、「具たっぷりシリーズ」の品質改
善効果や加温を要しない即食タイプ製品の寄与もあり中
華まんの売上が伸長しました。
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　洋菓子は、量販店向けの２個入り生ケーキが大きく伸
長するとともに、「大きなツインシュー」などのシューク
リームが引き続き好調に推移しました。
　また、不二家洋菓子店の増加やコンビニエンスストア
向け製品の開発強化もあり、㈱不二家の洋菓子事業が好
調に推移しました｡

　調理パン・米飯類は、主要取引先のコンビニエンスス
トアチェーンの売上が好調に推移したことや取引店舗数
の拡大もあり、売上が伸長しました。
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洋菓子部門　売上高568億35百万円（対前年同期比 101.1%）
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調理パン・米飯類部門　売上高573億17百万円（対前年同期比 111.5%）
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セグメント別の状況
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流通事業
　㈱デイリーヤマザキのコンビニエンスストア事業につき
ましては、店舗売上の増加や協賛金収入の増加もあり、営
業総収入は増加しましたものの、収益面では、新規出店に
伴う費用の増加もあり、営業損失となりました。
　当第2四半期末の店舗数は、「デイリーヤマザキ」1,536
店、「ヤマザキデイリーストアー」110店、総店舗数1,646
店（前年同期末に対し24店増）となりました。
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売上高331億78百万円（対前年同期比 103.0%）

10.4%

34.7%

6.8%

11.9%

12.0%

16.4%製菓・米菓・その他商品類部門　売上高781億52百万円（対前年同期比 101.8%）

　製菓・米菓・その他商品類部門は、㈱不二家の「ルッ
ク」などのチョコレート、ヤマザキ・ナビスコ㈱の「リッ
ツ」や「オレオ」、㈱東ハトの新製法のポテトスナック「あ
みじゃが」が伸長しました。

80,000

78,000

76,000

74,000

72,000

76,705
75,205

76,735

第62期 第63期 第64期

78,152

第65期

売上高（第2四半期）（百万円）
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もちっサクッ？ くちどけ？ フランスパン「ヴィエノワーズ ミルク」

毎日をおいしく笑顔に「モーニングスター」

製品情報

. .「モーニングスター」は、当社独自の技術により、小麦本来の味わいを活かした、とてもソフ
トでキメの細かいしっとりとした食感が特長の食パンです。
　おいしさはもちろん値ごろ感にもこだわっており、毎日の食卓におすすめです。
　製品名の「モーニングスター」は「明けの明星（金星）」を意味します。日本の光り輝く未
来を願って命名しました。

..「モーニングスター」の売上の中から一斤に
つき1円を東日本大震災の被災地復興のため
の支援金として、公益財団法人国際開発救援
財団（FIDR）に寄附しております。
　この寄附金は、FIDRを通じて、被災地での
復興援助活動に役立てられております。

　平成23年10月1日の発売日から平成24年
6月30日までの9か月間の寄附金額は、総額
4,450万7,096円となりました。
　当初、この活動は発売日から1年間の予定
でしたが、被災地の状況を勘案し、更に1年間
寄附の期間を延長することといたしました。

売上の一部を東日本大震災の復興援助活動に寄附しております

　「ヴィエノワーズ.ミルク」は、当社独自の技術を使った新製品で、“サクッ”と歯切
れがよく“もちっ”とかみごたえがあるフランスパンに、口の中でとろける濃厚なミルク.
クリームをサンドした、ほどよい食感と口溶けのよさが特長の菓子パンです。
　ソフトなフランスパン生地の豊かなバター風味と“もっちり感”
“さっくり感”を保つために、パンを包んでいるパッケージにも
こだわりました。また、パンの表面に切れ目をいれており、
ひと山ずつ簡単にちぎることができるので、とても食べや
すくなっております。
　お蔭様をもちまして、多くの方からご好評をいただいて
おります。“フランスパンは固くて食べにくい”と感じられ
ている方にも、ぜひ味わっていただきたい菓子パンです。
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バラエティー豊かなラインアップ

「ランチパックショップ」 がオープンしました

トピックス

　平成24年4月27日に、東京都千代田区のつくばエクスプレス秋葉原駅地下1階に.
「ランチパックショップ..TX秋葉原店」がオープンしました。
　同店では、“ピーナッツ”や“たまご”などのロングセラー製品はもちろん、さまざまな
地域のご当地ランチパックを豊富に取り揃えております。
　また、新製品の先行発売を行っており、新しい味をいち早くお楽しみいただけます。
　お買いあげいただいたランチパックをその場でお召しあがりいただけるよう、テーブルス
タンドをご用意しており、ビン入りの牛乳などの飲料も販売しております。通勤・通学途中
や外出時のひとときに、ぜひお立ち寄りください。

豊富な品揃えのランチパック

たくさんの方でにぎわっております

※掲載の製品は、時期によって販売していない場合がございます。

ランチパックショップ  TX秋葉原店.
住　　所. 東京都千代田区神田佐久間町1-6-10
. つくばエクスプレス秋葉原駅地下1階
営業時間. 平　日　7：00〜20：00
. 土日祝　9：00〜19：00

ランチパック　
ピーナッツ　

ランチパック　
鹿児島県産黒豚メンチカツ

ペアランチパック  
ルック ア・ラ・モード（４種のクリーム）

なめらかなピーナッツクリームを
サンドした、ランチパック誕生当初
から続いているロングセラー製品
です。

鹿児島県産黒豚入りのメンチカツ
とからし入りマヨネーズタイプの
ドレッシングをサンドした、ご当地
ランチパックです。

不二家のチョコレート「ルック.ア・
ラ・モード」をイメージした、4つの
味が楽しめる新しいタイプのラン
チパックです。

2012年上半期
売上No.1

ご当地 コラボ
レーション
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大槌町の復旧復興支援活動

社会貢献への取組み

　当社は、国際社会からの要請に応える社会貢献への取
組みの一環として、開発途上国および自然災害で被災さ
れた人々のよりよい生活の実現を願い、公益財団法人国
際開発救援財団（FIDR〔ファイダー〕）への支援を通じ、
国際協力活動および緊急援助活動を推進しております。

　FIDRは、1990年に当社創業者の故・飯島藤十郎社
主が主たる基本財産を出捐して特定非営利活動法人
ワールド・ビジョン・ジャパン（WVJ）を支援する目
的で設立した公益財団法人です。子どもの未来を育む
「チャイルド・ケア」と「日本企業と日本人による国際
協力の推進」をミッションに掲げ、開発途上国の人々
の自立と発展を目的とした国際協力援助事業と、国内
外の災害発生における緊急援助事業を実施している民
間の援助団体です。
　現在は、カンボジア、ベトナム、ネパールを中心に、
医療、保健衛生、農業、収入向上などの分野において、
地域に根ざした支援活動を行うとともに、東日本大震
災の被災地の方々への復興援助活動を行っており、当
社はこれらの活動を積極的に支援しております。

　FIDRは、東日本大震災発生後すぐに被災地に向かい、
岩手県および宮城県の8市町村の避難所へ食糧支援を行
いました。その後岩手県沿岸部を支援地に定め、家財
道具を失い仮設住宅に入居された方には石油ストーブ、

　岩手県上閉伊郡大槌町は、町の中心部が地震による
津波とその後の火災に見舞われ、震災による被害は甚
大でした。当時の町長をはじめ、行政の中枢である大槌
町役場の幹部職員が多数被災し、また主要産業である
水産業が壊滅的な被害を受けたことから、復旧復興が
他の市町より遅れておりました。
　FIDRは、平成24年4月に碇川大槌町長と協議し、大
槌町全体の復興にとって、経済活動と雇用回復の両面か

ら漁業の早期回復が重要で
あると考え、WVJと協力し
て、大槌町の漁業をはじめ
とする産業の立て直し支援
に取り組むこととしました。

■�FIDRへの支援

■�FIDRの東日本大震災復興援助活動

扇風機、掃除機など家電製品を提供したほか、津波で
被害を受けた宮古市の津軽石保育所、田老保育所およ
び岩泉町の小本保育園の仮設保育園舎の建設、また中
高生の部活動再開のための道具や活動費の支援等、多
様な支援活動を展開してま
いりました。

田老保育所（宮古市） 園児たちから感謝状をいただきました

国際協力活動および緊急援助活動を推進しています
公益財団法人国際開発救援財団（FIDR）への支援

碇川大槌町長との協議（大槌町役場）
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●水産業を支援
　大槌町では、震災により水産業に携わる全ての事業者、団体
が被災しました。大槌町の漁業は、漁業協同組合が運営する定
置網によるサケ漁が中心ですが、漁船や漁業従事者が共同利用
する機器・資材が大量に失われており、早急に復旧する必要が
あります。平成24年4月に「新おおつち漁業協同組合」が発足
しましたが、組合員のほとんどが被災しているため財政基盤が
弱く、自力での復旧活動は厳しい状況にあります。FIDRは、定

置網4張の新規購入、定置網漁船1
隻の新規購入、中古漁船3隻の修
理、漁業者が共同利用する資機材等
の新規購入等、大槌町の水産業再建
を支援します。
　現在FIDRでは、これらの支援活
動に必要な資金として大槌町復旧復
興募金活動を行っております。

ヤマザキ「ラブ・ローフ募金」への協力

●移動販売車による買い物支援

　震災後、スーパー
や商店の復旧が進ま
なかった大槌町にお
いて、仮設住宅を巡
回することにより買
い物の不便を解消で
きるよう、移動販売
車の導入を支援しま
した。FIDRの企画をもとに、被災した大槌町
のYショップ岩間商店と当社が協力し、平成
23年10月から移動販売車の巡回販売が始
まりました。日用品、弁当、飲料等を取り揃
えており、現在も「走るコンビニ」として大
槌町の人々の暮らしを支えております。

中古漁船の修理

たくさんの方が買い物に訪れます

　当社は、FIDRとWVJが共催・実施しているヤマザキ「ラブ・ローフ募金」に協賛し、約5,300の販売店に募金箱を
設置しております。これまでの募金はFIDRとWVJを通じてタンザニア、モンゴル、ベトナムなどでの国際協力活動に役
立てられております。
　自然災害が発生した際には緊急援助募金活動も行っております。東日本大震災発生後す
ぐに行われた緊急援助募金活動では8,989万9,496円、その後の復興支援募金活動では
3,423万3,198円の募金が集まりました。この募金は、FIDRとWVJを通じて、被災地で
の緊急援助活動および復興援助活動に有効に活用されております。
　今後は、新たに大槌町復旧復興支援募金を実施してまいります。

　FIDRの援助活動は、FIDRの法人賛助会員、個人
賛助会員など多くの方々のご支援を受けて実施し
ております。FIDRの活動、支援など詳細につきま
しては、下記のホームページで紹介しております。

http://www.fidr.or.jp/

寄附金の拠出について
　当社は、FIDRおよびWVJが行う大槌町での復旧復興活動
を支援するため、5月に2億円の寄附金を拠出し、FIDRに 
1億8千万円、WVJに2千万円を贈呈いたしました。
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四半期連結貸借対照表（要旨）� （単位：百万円）

科　目 当第2四半期末
平成24年6月30日現在

前期末
平成23年12月31日現在

増　減

資産の部
流動資産 199,874 203,930 △4,056

固定資産 426,824 429,927 △3,103

　有形固定資産 293,194 295,934 △2,740

　無形固定資産 31,771 31,632 138

　投資その他の資産 101,858 102,360 △501

資産合計 626,698 633,858 △7,159

負債の部
流動負債 211,882 219,731 △7,848
固定負債 157,691 161,737 △4,046

負債合計 369,573 381,469 △11,895

純資産の部
株主資本 229,609 225,381 4,227

　資本金 11,014 11,014 ─
　資本剰余金 9,676 9,676 0

　利益剰余金 209,666 205,414 4,251

　自己株式 △746 △722 △24

その他の包括利益累計額 7,411 6,544 867
少数株主持分 20,102 20,462 △359

純資産合計 257,124 252,388 4,735
負債純資産合計 626,698 633,858 △7,159

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表のポイント

借入金の約定返済や仕入債務の減少等により、負債合計
は118億95百万円減少し、3,695億73百万円となりました。

長期貸付金の減少や繰延税金資産の取崩等により5億
1百万円減少し、1,018億58百万円となりました。

利益剰余金が42億51百万円、その他の包括利益累計額が
8億67百万円それぞれ増加したことにより、純資産合計は
47億35百万円増加し、2,571億24百万円となりました。

現金及び預金が63億23百万円増加しましたが、受取手
形及び売掛金が前期末との比較のため季節的変動によ
り109億26百万円減少したこともあり、流動資産合計で
40億56百万円減少し、1,998億74百万円となりました。

有形固定資産は、品質向上のための生産設備の更新
等を実施しましたが、償却が進んだこともあり27億40
百万円減少、無形固定資産は、ソフトウエアの取得等
により1億38百万円増加し、有形・無形固定資産合計
は3,249億65百万円となりました。
当第2四半期の設備投資額は、172億91百万円、減価
償却実施額は194億59百万円であります。

負債合計

投資その他の資産

純資産合計

流動資産

有形・無形固定資産

財務諸表（連結）
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四半期連結損益計算書（要旨）� （単位：百万円）

科　目
当第2四半期

平成24年 1 月 1 日から
平成24年 6 月30日まで

前第2四半期
平成23年 1 月 1 日から
平成23年 6 月30日まで

増　減

売上高 477,005 460,848 16,156

売上原価 301,531 290,596 10,934

売上総利益 175,473 170,252 5,221

販売費及び一般管理費 159,753 154,700 5,052

営業利益 15,720 15,551 168

営業外収益 1,426 1,555 △128

営業外費用 1,155 1,296 △140

経常利益 15,991 15,810 181

特別利益 1,188 85 1,103

特別損失 1,398 5,766 △4,368

税金等調整前四半期純利益 15,781 10,128 5,653

法人税等 7,631 6,242 1,389

少数株主損益調整前四半期純利益 8,150 3,886 4,263

少数株主利益 349 132 217

四半期純利益 7,800 3,754 4,046

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）� （単位：百万円）

科　目
当第2四半期

平成24年 1 月 1 日から
平成24年 6 月30日まで

前第2四半期
平成23年 1 月 1 日から
平成23年 6 月30日まで

増　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 37,098 39,967 △2,868

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,830 △15,654 △5,176

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,029 △15,555 4,526

現金及び現金同等物に係る換算差額 26 △1 28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,265 8,755 △3,490

現金及び現金同等物の期首残高 70,943 75,296 △4,353

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ─ 85 △85

連結子会社と非連結子会社との合併による
現金及び現金同等物の増加額 272 ─ 272

現金及び現金同等物の四半期末残高 76,481 84,137 △7,656

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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4,770億5百万円で、パン類や調理パン・米飯類等が
伸長したこともあり、前年同期に比べ3.5%の増収と
なりました。

157億20百万円で、広告・販促関連費用や物流費の増
加がありましたが、増収等により吸収し、前年同期を
1.1%上回りました。

159億91百万円で、売上高経常利益率3.4%、金融
収支の改善等により前年同期に比べ1.1%の増益とな
りました。

78億円で、前年同期に、震災関連費用21億13百万円
に加え、会計処理基準の変更に伴う資産除去債務過
年度分16億96百万円等を特別損失に計上した裏返し
もあり、前年同期に比べ107.8%の大幅増益となりま
した。

売上高

営業利益

経常利益

四半期純利益

損益計算書のポイント
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四半期貸借対照表（要旨）� （単位：百万円） 四半期損益計算書（要旨）� （単位：百万円）

科　目 当第2四半期末
平成24年6月30日現在

前期末
平成23年12月31日現在

増　減

資産の部

流動資産 104,248 113,900 △9,651

固定資産 330,411 330,920 △509

　有形固定資産 187,536 190,703 △3,166

　無形固定資産 9,990 8,993 996

　投資その他の資産 132,884 131,224 1,660

資産合計 434,659 444,821 △10,161

負債の部

流動負債 122,761 131,729 △8,968

固定負債 84,279 90,269 △5,989

負債合計 207,040 221,999 △14,958

純資産の部

株主資本 219,970 215,795 4,174

　資本金 11,014 11,014 ─

　資本剰余金 9,676 9,676 0

　利益剰余金 200,026 195,827 4,199

　自己株式 △746 △722 △24

評価・換算差額等 7,648 7,026 622

純資産合計 227,618 222,822 4,796

負債純資産合計 434,659 444,821 △10,161

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　目
当第2四半期
平成24年 1 月 1 日から
平成24年 6 月30日まで

前第2四半期
平成23年 1 月 1 日から
平成23年 6 月30日まで

増　減

売上高 319,551 310,620 8,930

売上原価 217,562 210,761 6,800

売上総利益 101,989 99,859 2,129

販売費及び一般管理費 90,773 88,337 2,435

営業利益 11,215 11,521 △305

営業外収益 2,025 2,131 △105

営業外費用 536 680 △143

経常利益 12,705 12,972 △267

特別利益 1,107 19 1,087

特別損失 989 2,663 △1,674

税引前四半期純利益 12,823 10,328 2,494

法人税等 5,330 4,362 968

四半期純利益 7,492 5,966 1,526

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

財務諸表（単体）
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　株主様の日頃のご
支援にお応えするた
め、毎年12月31日
現在の株主様（ご所
有株式数1,000株以
上）に対し、市価
3,000円相当の当社
製品の詰め合わせを
毎年4月にお届けい
たします。

株主優待情報 ホームページのご案内

YAMAZAKI インフォメーション

　平成24年9月1日（土）から11月15日（木）まで
の期間中、ヤマザキ「秋のわくわくプレゼント」キャン
ペーンを実施いたします。
　対象製品に貼付されている点数券を集めてご応募いた
だくと、抽選で総計35,000名様に素敵な賞品をプレ
ゼントいたします。
　詳しくは対象製品のパッケージまたは当社ホームペー
ジをご覧ください。

Ａコース 東京ディズニーリゾート®

パスポート（ペア）＋お食事券（ペア）

Ｃコース ヤマザキグループのお菓子セット

Ｂコース 「ロイヤルブレッド」をおいしく食べよう！
ティファール　ポップアップトースター

〜ヤマザキ「秋のわくわくプレゼント」キャンペーン〜

　当社ホームページ
では、投資家の皆様
向けの「決算・IR情
報」をはじめ、製品
情報や季節のレシピ
など様々な情報を公
開しております。

http://www.yamazakipan.co.jp/
※写真は本年4月にお届けしたものです。
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従業員役員
連 結 25,045名

（男性19,988名、女性5,057名）

当 社 16,879名
（男性13,884名、女性2,995名）

株式の状況

大 株 主 （ 上 位 1 0 名 ）

株式分布状況
●所有者別発 行 可 能 株 式 総 数 800,000,000株

発 行 済 株 式 総 数 220,282,860株
株 主 総 数 10,768名

（前期末比940名減）

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）

飯島興産株式会社 15,108,895 6.8

財団法人飯島記念食品科学振興財団 12,500,000 5.6

株式会社日清製粉グループ本社 11,062,343 5.0

三菱商事株式会社 9,849,655 4.4

住友商事株式会社 9,355,000 4.2

丸紅株式会社 8,165,880 3.7

明治安田生命保険相互会社 6,501,500 2.9

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,324,000 2.8

日本興亜損害保険株式会社 5,557,396 2.5

飯島　和 4,494,000 2.0

その他の法人
39.2%
（166名／
86,411千株）

金融機関
30.5%
（59名／
67,128千株）

 個人・その他
18.9%
（10,222名／
41,555千株）

100万株以上
72.7%
（43名／
160,175千株）

 証券会社   0.7%（40名／1,658千株）

 外国人 10.7%（281名／23,529千株）

 1,000株未満 0.3%（2,445名／584千株）

 1万株以上 4.2%（376名／9,259千株）

 1,000株以上 6.7%（7,798名／14,744千株）

 10万株以上   16.1%（106名／35,518千株）

●所有株数別

代表取締役社長 飯島　延浩
取締役副社長 山田　憲典
専 務 取 締 役 吉田　輝久
専 務 取 締 役 丸岡　　宏
常 務 取 締 役 横濱　通雄
常 務 取 締 役 今野　　浩
常 務 取 締 役 飯島　幹雄
常 務 取 締 役 会田　正久
常 務 取 締 役 山本　和明
取 締 役 大本　一弘

取 締 役 荘司　芳和
取 締 役 園田　　誠
取 締 役 犬塚　　勇
取 締 役 飯島佐知彦
取 締 役 吉田谷良一
常 勤 監 査 役 有泉　　厚
常 勤 監 査 役 山崎　晶男
常 勤 監 査 役 松田　道弘
監 査 役 村上　宣道
監 査 役 齋藤　昌男

株式の状況（平成24年6月30日現在）

役員・従業員（平成24年6月30日現在）
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伊勢崎

十和田
仙台
埼玉
古河
杉並
松戸
千葉
武蔵野
横浜第二
横浜第一
安城・
安城冷生地事業所
名古屋

大阪第二
阪南

広島
福岡
熊本

岡山
京都

大阪第一
神戸冷生地事業所

札幌

新潟

重要な子会社

本 社 東京都千代田区岩本町３-10-１
武蔵野工場 東京都東久留米市柳窪２-５-14
杉 並 工 場 東京都杉並区高井戸西３-２-30
千 葉 工 場 千葉県千葉市美浜区新港22
松 戸 工 場 千葉県松戸市南花島向町319
横浜第一工場 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町15
横浜第二工場 神奈川県横浜市都筑区東方町188
埼 玉 工 場 埼玉県所沢市坂之下85
古 河 工 場 茨城県古河市丘里７
伊勢崎工場 群馬県伊勢崎市粕川町1801
仙 台 工 場 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２-９-１
新 潟 工 場 新潟県新潟市江南区二本木４-12-８
十和田工場 青森県十和田市稲生町１-13
札 幌 工 場 北海道恵庭市恵南10-１

名古屋工場 愛知県名古屋市西区玉池町36
安 城 工 場 愛知県安城市二本木新町２-１-３
大阪第一工場 大阪府吹田市幸町29-１
大阪第二工場 大阪府松原市三宅東２-1835-５
阪 南 工 場 大阪府羽曳野市広瀬161
京 都 工 場 京都府宇治市槇島町目川100
岡 山 工 場 岡山県総社市井尻野800
広 島 工 場 広島県広島市安佐北区大林２-３-１
福 岡 工 場 福岡県古賀市古賀69
熊 本 工 場 熊本県宇城市松橋町浦川内2388
安城冷生地事業所 愛知県安城市二本木新町２-１-３
神戸冷生地事業所 兵庫県神戸市西区高塚台６-19-１
海外駐在員事務所 米国、パリ、台北、上海

会社名 資本金（百万円）　当社の議決権比率（％） 主要な事業内容

株式会社不二家 18,280 53 洋菓子、チョコレート、キャンディ、クッキー等の製造及び販売
株式会社サンデリカ 1,000 100 調理パン、米飯類等の製造及び販売
ヤマザキ・ナビスコ株式会社 1,600 80 ビスケット、スナック等の製造及び販売
株式会社ヴィ・ド・フランス 480 100 ベーカリーカフェの経営
株式会社東ハト 2,168 95 ビスケット、スナック等の製造及び販売
株式会社イケダパン 1,250 80 パン、和・洋菓子、米飯類等の製造及び販売
ヴィ・ド・フランス・ヤマザキ,Inc．（米国） 5,000千US＄ 100 ベーカリー製品の製造及び販売並びにベーカリーカフェの経営
株式会社ヴイ・ディー・エフ・サンロイヤル 236 100 パン用冷凍生地の製造及び販売並びにインストアベーカリーの経営
株式会社スリーエスフーズ 480 100 パンの製造及び販売
株式会社サンキムラヤ 480 100 パン、和・洋菓子、米飯類等の製造及び販売
株式会社岡山イワミ食品 100 100 調理パン、米飯類等の製造及び販売
株式会社高知ヤマザキ 30 100 パン、和・洋菓子等の製造及び販売
株式会社末広製菓 100 100 米菓、調理パン、米飯類等の製造及び販売
株式会社デイリーヤマザキ 2,160 100 コンビニエンスストア事業
株式会社ヤマザキ物流 300 100 物流事業
株式会社サンロジスティックス 380 100 物流事業
株式会社ヤマザキエンジニアリング 80 100 食品製造設備の設計、監理及び工事の請負

（注） 1. ㈱岡山イワミ食品は、㈱サンデリカの子会社（議決権比率100％）であり、当社の議決権比率は間接所有割合であります。
 2. ㈱サンロジスティックスは、当社と㈱ヤマザキ物流がそれぞれ50%ずつ出資しており、当社の議決権比率は間接所有を含む割合であります。
 3. 連結子会社は、上記重要な子会社17社を含む27社であります。

事業所一覧

グループ概要（平成24年6月30日現在）
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株主メモ

事 業 年 度 毎年1月1日から12月31日まで

期末配当の基準日 毎年12月31日

定時株主総会 毎年3月

定時株主総会の基準日 毎年12月31日

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）

公 告 方 法 電子公告によるものとし、当社のホームページ（http://www.yamazakipan.co.jp/ir/koukoku/）
に掲載します。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない
場合は、日本経済新聞に掲載します。

株 式 の 上 場 東京証券取引所市場第１部
大阪証券取引所市場第１部

株式に関するお手続き

● 株式に関する各種お手続き（住所変更、単元未満株式の買増請求・買取請求、配当金受領方法の指定など）は、株主様が口座を
開設されている証券会社にてお取扱いしております。詳しくは、お取引の証券会社にお問い合わせください。

● 株券電子化実施前に証券保管振替制度を利用されていなかった株主様の株式につきましては、特別口座で管理されております。
特別口座に関する各種お手続き（証券会社の口座への振替（※）、住所変更、単元未満株式の買増請求・買取請求、配当金受領
方法の指定など）は、三井住友信託銀行にてお取扱いいたします。

　（※）証券会社の口座への振替について
 　特別口座では株式の売買を行うことはできません。売買を行う場合は証券会社の口座に株式を振り替えてください。

   ・証券会社の口座をお持ちでない株主様は、あらかじめ証券会社で口座開設をしてください。
   ・単元未満株式の買増請求・買取請求につきましては、特別口座のまま行うことができます。

 特別口座に関する各種お手続きに必要な用紙のご請求は、上記のフリーダイヤルまたは下記のホームページで受付しております。
◎ ホームページアドレス 　http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

● 未払配当金のお受取りにつきましては、株主名簿管理人である三井住友信託銀行にてお取扱いいたします。
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